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磯子区マスコット
キャラクター
「いそっぴ」

2018年 3月1日現在

166,328人
区の人口

75,835世帯
区の世帯数

区のデータ
発行 磯子区役所 区政推進課 広報相談係
750-2335 750-2532
is-kouhou@city.yokohama.jp

Twitter https://twitter.com/yokohama_isogo

磯子区役所 検 索

5～12ページは磯子区版です。

磯子区ホームページ

4月の区役所土曜開庁日：14日・28日　開庁時間：9時～12時
戸籍課・保険年金課・こども家庭支援課の一部の業務を行なっています。

〒235-0016 磯子区磯子三丁目5番1号 　750-2323（総合案内）磯子区役所

特集

区役所窓口案内

●広報、広聴、情報公開の受付など
【問合せ】 広報相談係　TEL：750-2335　FAX：750-2532

総合案内

カフェ ル・シエール

公会堂

営業時間：9時30分～16時（ラストオーダー：15時30分）
※土・日・月曜・祝日及び年末年始（12月29日～1月10日)は休業。夏季休業期間あり

開館時間：9時～22時
休館日 第4月曜（祝日の場合は翌日）

磯子図書館
開館時間：9時30分～19時（土・日・月曜・祝日は17時まで）
休館日やイベント情報については区版最終ページで毎月ご案内しています。
【問合せ】 磯子図書館 TEL：753-2864 FAX：750-2528

4階～7階は6ページへ

磯子土木事務所
【問合せ】 TEL：761-0081 FAX：753-3267

●道路の舗装、修繕、改良や下水道の新設、修繕、道水路の占用の審査・許可、公園の管理など

区役所

産業道路

首都高速湾岸線

JR 磯子駅

磯子土木事務所

●戸籍謄本・抄本、戸籍の届け出など
(婚姻・離婚・出生・死亡・転籍など)

【問合せ】 戸籍担当 TEL：750-2341 FAX：750-2535

結婚・出産・転居

●住民異動の届け出　●小・中学校の入学・転校
●印鑑登録・証明　●マイナンバーカード交付
【問合せ】 登録担当 TEL：750-2345 FAX：750-2535

●市税の納付、納付書の発行、納税相談など
【問合せ】 収納担当 TEL：750-2373 FAX：750-2537

●個人の課税(所得)証明書の発行　●土地・家屋の評価証明の発行
●原動機付自転車の登録・廃車(手続きについての電話は市民税担当へ)　●納税証明書の発行証明書の発行

●個人市県民税の申告・課税、軽自動車税の課税
●土地・家屋の固定資産税・都市計画税の調査・課税など
【問合せ】 市民税担当 TEL：750-2351　土地担当 TEL：750-2361　家屋担当 TEL：750-2365 FAX：750-2536

●国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険の加入・異動届、給付　●各種医療費助成　●保険料の納付など
【問合せ】 保険係 TEL:750-2425　収納担当 TEL:750-2431　給付担当 TEL:750-2428 FAX:750-2545
●国民年金の加入・異動届、保険料免除申請　●国民年金の請求など
【問合せ】 国民年金係 TEL:750- 2421 FAX:750-2544

保険・年金

この特集に関する問合せ：広報相談係 750-2335 750-2532

3階

2階

1階

道路について知りたい。
道路、下水道・河川・水路、公園の
整備・維持管理に関することは、
土木事務所で伺います。

Q

A

建築に関する相談をしたい。
一般的な相談は市役所の建築局にお問い合わせください。
【問合せ】建築局情報相談課（中区相生町3-56-1）
TEL：671-2953 FAX：681-2436

Q

A

国税について知りたい。
所得税など、国の税金に関することは、
税務署にお問い合わせください。
【問合せ】横浜南税務署（金沢区並木3-2-9）
TEL：789-3731（代表）

Q

A

図書館休館日は区役所正面入口横に
ある返却ポストをご利用ください。

区役所の建物内ではなく、線路の反対側にあるのでお越しになる際には注意してください。

※駐車場台数に限りがございますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

※土曜開庁でも取り扱う業務は赤丸で表記しています。
土曜開庁日はページ右下をご覧ください。

最大600人収容可能な講堂や和室、会議室、集会室などがあります。
【問合せ】 磯子公会堂 TEL：750-2520 FAX：750-2521

　こんにちは。いそっぴです。4月は引っ越しなどで、区役所で手続きを行う人も多いはず。ここでは区役所
の窓口で行なっている業務についてご案内します。

磯 子

市税

年金をいくら受け取れるのか知りたい。
年金記録は年金事務所で管理しています。
年金事務所にお問い合わせください。
【問合せ】横浜南年金事務所（南区宿町2-51）
TEL：742-5511 FAX：714-7250
ねんきんダイヤル TEL：0570-05-1165
（050で始まる電話からは03-6700-1165）

Q

A

図書返却ポスト

Q A&
よくある

Q A&
よくある

区役所開庁時間：平日8時45分～17時 / 第2・4土曜9時～12時（一部●業務のみ） 

Q A&
よくある
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●感染症対策、予防接種、がん検診、健康相談など
【問合せ】 健康づくり係 TEL：750-2445 FAX：750-2547

健康づくり

食品衛生・医務薬務関係

●地域福祉保健計画、地域の支えあいの推進、地域ケアプラザの管理
【問合せ】 事業企画担当 TEL：750-2442 FAX：750-2547
●民生委員・児童委員
【問合せ】 運営企画係 TEL：750-2411 FAX：750-2547

福祉保健に関すること

●食中毒予防・食品営業の申請届出、
　医務・薬務、各種免許申請など
【問合せ】 食品衛生係 TEL：750-2451 FAX：750-2548

高齢者・障害者支援

●福祉と保健の総合相談
●敬老特別乗車証、福祉特別乗車券(障害)、指定難病 
●高齢者在宅サービス、認知症高齢者支援
●介護保険認定申請 
●身体障害者手帳・愛の手帳・精神保健福祉手帳の申請
●障害福祉サービス申請など
【問合せ】 高齢・障害係 TEL：750-2490
　　　　 高齢者支援担当 TEL：750-2417
　　　　 介護保険担当 TEL：750-2494
　　　　 障害者支援担当 TEL：750-2416 FAX：750-2540

生活保護・生活困窮者支援

こども家庭支援

●保育所に関すること 
【問合せ】 こども家庭支援課 TEL：750-2435 FAX：750-2540
●ひとり親に関すること
【問合せ】 こども家庭支援課 TEL：750-2439 FAX：750-2540
●小学生の放課後に関すること
【問合せ】 こども家庭支援課 TEL：750-2476 FAX：750-2540
●母子健康手帳、児童手当 ※土曜開庁時は2階で受付
●医療費給付(小児慢性特定疾患、自立支援(育成)医療、養育医療)
●乳幼児健診　●特別乗車券(児童扶養手当受給世帯)など
【問合せ】 こども家庭支援課 TEL：750-2415 FAX：750-2540
●こどもの相談
【問合せ】 こども家庭支援課 TEL：750-2525 FAX：750-2540

防災・庶務

●防災　●自動車仮ナンバー、忘れ物など
【問合せ】 危機管理担当、庶務係 TEL：750-2312 FAX：750-2530

いそご区民活動支援センター

区政運営・まちづくり

●区内主要事業の企画・調整、まちのルールづくり相談コーナーなど
【問合せ】 企画調整係、まちづくり調整担当 TEL：750-2331 FAX：750-2533

選挙・統計調査

●選挙、統計調査など
【問合せ】 統計選挙係 TEL：750-2316 FAX：750-2530

地域の活動

●自治会・町内会
●街の美化推進、3R(スリーアール)の推進 
●青少年育成、スポーツ振興、 文化振興
●区民利用施設の運営管理　●交通安全、防犯
【問合せ】 地域振興係 TEL：750-2391
　　　　 資源化推進担当 TEL：750-2397
　　　　 活動支援係 TEL：750-2395
　　　　 施設利用推進担当 TEL：750-2393 FAX：750-2534
●地域のつながりづくり
【問合せ】 地域力推進担当 TEL：750-2398 FAX：750-2533

●生活保護などの相談
●戦没者遺族援護
【問合せ】 生活支援係 TEL：750-2405
　　　　 事務係 TEL：750-2412
 FAX：750-2542

皆さんの市民活動、生涯学習活動を支援します。
利用時間：10時～17時 TEL：754-2390 FAX：759-4116

営業時間：11時～15時（ラストオーダー：14時30分）
※土日祝および年末年始は休業食堂 食彩工房「いそっぴ亭」

　夜間休日受付では、戸籍関係届出（出生・死亡・婚姻・離婚・転籍）の
預かり、火葬・埋葬許可申請の受付を行なっています。

4階

5階

介護保険について知りたい。
介護保険料や介護保険サービス費に関することは、2階保険係、
介護保険認定に関することは、5階の高齢者・障害者支援の窓口にお尋ねください。

Q

A

区庁舎の「夜間休日受付」はここにあります。

環境衛生・ペット

●理美容、クリーニング、旅館、浴場等営業関係の
　申請・届出など
●衛生害虫などの相談、犬・猫の相談、犬の登録など
【問合せ】 環境衛生係
TEL：750-2452 FAX：750-2548

区役所

産業道路

首都高速湾岸線

JR 磯子駅
夜間入口

磯子区地域福祉保健計画
の案内役「梅さん」

授乳室もあるのでご利用ください。

※土曜開庁でも取り扱う業務は赤丸で表記しています。
　土曜開庁日は5ページ右下をご覧ください。

磯子の海が一望できる
見晴らしの良い食堂だよ。
区役所に来たときには
よってみてね。

7階

小型家電のリサイクルBOXもあります。

6階

その他、丼ものやラーメン、カレーなどもあります。

Q A&
よくある

【日替わりランチメニュー例】
チキンソテートマトクリームソース、
もやしと人参とチャーシューと
長ネギのナムル、みかんゼリー
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　スマートフォンや携帯電話から、ごみの分別が簡単に単語検索できます。
下記の二次元コードへアクセスして、ごみの分別の悩みを解決しよう！

携帯電話から

　資源化推進担当　　750-2397　　750-2534

スマートフォンから

ミクショナリー

　ゲームをしながら正しい分別が楽しく
学べます。家族や友人みんなでチャレンジ！

iPhone
App store

Android
Playストア iPhone

App store
Android
Playストア

ごみの分別に困ったことはありませんか？

ミクショナリー

ごみの分別簡単検索！ごみの分別簡単検索！
ヨコハマ3R夢！コーナーヨコハマ3R夢！コーナーヨコハマ3R夢！コーナーヨコハマ3R夢！コーナー

ス リ ムス リ ムス リ ムス リ ム
ヨコハマ3R夢！
マスコット
イーオ

へら星人
ミーオ

「横浜市ごみ分別アプリ」 「横浜市ごみ分別ゲーム」

　食品衛生係　　750-2451　　750-2548

　大麻・あへんなどの違法な薬物の恐ろしい特徴は「依存性」です。一度だけなら…と思って
も、また使いたくなり、やがてコントロールがきかなくなります。大麻・けしに係る犯罪予防の
ため、自生する大麻・けしを撲滅することが重要です。

不正な「大麻」・植えてはいけない「けし」を
発見した場合は下記までご連絡ください

　「大麻」は、春から夏にかけて生育し、大き
いものは草丈が3mにもなります。成長が早
く、種子を付けた後は枯れてしまいます。「大
麻」の不正栽培は大麻取締法で禁止されて
います。「大麻」の種
子の所持・提供も処
罰対象になります。

大麻

　「けし」の仲間は５～６月にかけて色鮮や
かで美しい大きな花を咲かせます。空き地や
公園には野鳥や風により種子が運ばれた草
花が自生しますが、時に植えてはいけない
「けし」が混ざっていることがあります。
　植えてはいけない「けし」は、あへん法また
は麻薬及び向精神薬取締法で栽培・所持が
禁止されています。「けし」の果実の液汁が
凝固したあへんは、昔から鎮痛剤などの医薬
品の製造原料となる一方、乱用により害悪を
もたらす恐ろしい薬物です。

けし

色は薄紫、赤など 表面はなめらか
表面と茎に毛がある

花

葉 色は紅・橙・桃色など 表面に凸凹がある
表面と茎が毛に覆われている

花

写真：厚生労働省「大麻・けしの見分け方」より

パソコンからアクセスするなら

楽しく分別を学べるツールもあります！

パンフレット「ごみと資源物の分け方・出し方」でもごみの分別についてご案内しています。区役所1階広報相談係、
6階地域振興課窓口で配布

つぼみ

植えてはいけない「けし」 例：アツミゲシ×

つぼみ

植えてもよい「けし」 例：ヒナゲシ

磯子区プラン

　企画調整係　　750-2331　　750-2533

「磯子区まちづくり方針」を改定しました
　都市計画マスタープランは、市町村の都市計画に関する基
本的な方針です。平成15年に策定した「磯子区まちづくり方
針」について、社会経済状況の変化に合わせて３月に改定し
ました。改定作業にあたっては、市民の皆さんから多数のご
意見をいただき、ありがとうございました。
　新しい「磯子区まちづくり方針」は、おおむね20年後（平成
50年）のまちの将来像などを示しています。今後は、この方
針に基づいて、区民、事業者の皆さんと連携し、まちづくりを
推進していきます。

横浜市都市計画マスタープラン 磯子区プラン

「磯子区まちづくり方針」はホームページのほか、次の場所でご覧いただけます。

● 区政推進課企画調整係（区役所６階５番）※なお、数に限りはありますが、冊子の配布も行います。
● 区内各地区センター
● 区内各地域ケアプラザ　
● 磯子図書館
● 市民情報センター（市役所１階）
● 都市整備局地域まちづくり課（市役所６階）
● 区ホームページ

まちづくりの目標
 「水と緑に抱かれた 人にやさしい快適なまち」

冊子
配布中
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●こすもすショップ
　4月18日（水）・19日（木）10時～15時
　高齢・障害支援課
　750-2416　　750-2540

4月11日（水）～16日（月） 書
4月18日（水）～23日（月） 彫刻
4月25日（水）～30日（月・休） 絵画
5月2日（水）～7日（月） 写真
5月9日（水）～14日（月） 絵画
　活動支援係
　750-2396　　750-2534

　4月23日（月）※定期点検のため
　磯子公会堂
　750-2520　　750-2521

　区内で広く区民を対象にスポーツ
大会・教室を開催するスポーツ振興
団体に対して、開催経費の一部を補
助します。※応募要項・申請書類は、
　　で配布。
　4月16日（月）～5月18日（金）
　　活動支援係
　750-2393　　750-2534

　男女別1～3部、男女混成シニア、
初心者クラス。
　5月5日（祝）8時15分受付開始
※主将会議は4月25日（水）19時から
磯子スポーツセンター研修室で開催。
　磯子スポーツセンター
　区内在住・在学・在勤・在クラブ・
40チーム程度（先着）　　1チーム
7,200円　　4月21日までに必要事
項と所属・クラスを明記の上
　　区バドミントン協会 森井（中原
3-15-2） 　774-4417 ※詳細は

　離乳食の進め方やお子さんの小
食・好き嫌いの解決法など。
　5月8日（火）10時～11時
　子育て支援拠点「いそピヨ」
（森1-7-10 トワイシア横濱磯子2階）
　0歳～未就学児の保護者
　健康づくり係
　750-2446　　750-2547

　離乳食の進め方（お話と調理実
演、試食）です。
　5月25日（金）14時～15時30分
　区役所4階栄養相談室
　7か月～9か月児と養育者・25組
（先着）　　5月1日から
　　健康づくり係
　750-2446　　750-2547

　【すくすく・もぐもぐ（給食体験と育
児相談）】・【プレパパ・プレママ（保育
園体験）】実施日・実施時間・費用は
各園へお問い合わせください。【育児
相談】子育てについての悩みなどの
相談を受け付けています。秘密厳守。

 　　交流保育
 　　育児講座
 　　コスモス広場（園庭開放） 　　
※園庭開放は雨天中止
　　4月11日から各保育園へ

　食と健康をテーマに活動するボラン
ティア「食生活等改善推進員（ヘルス
メイト）」を養成する講座です。食、栄
養、健康づくりをトータルで学びます。
　5月30日（水）～2019年2月27日
（水）の間で9回 13時30分～16時
　区役所4階研究室
　地域での健康づくり活動に興味の
ある人、食や栄養について関心のあ
る人・25人（先着）
　1,188円（テキスト代）
　4月11日から
　　健康づくり係
　750-2446　　750-2547

　市内在住・在学・在勤の人を対象
に、粗大ごみの中で再利用できる品
を抽選で無料提供いたします。
【展示・申込会場】資源循環局金沢工
場（金沢区幸浦2-7-1）　
【申込期間】4月16日（月）～26日（木）
※日曜は除く。申込みは一人1点、一世
帯3点まで 【抽選】4月27日（金）10時 
金沢工場管理棟3階※抽選結果は抽
選後一週間以内にホームページに掲
載します。未申込品は1世帯1点に限
り、先着引取りができます。【引渡期
間】抽選後から5月12日（土）まで※日
曜は除く。期間中に引取りがない場
合取消 【申込・引渡時間】10時～16
時（12時～13時を除く）
　資源循環局金沢工場
　784-9711　　784-9714

●ロビー de コンサート
　昭和歌謡や童謡・ポップスなどウ
クレレと歌のコンサート。
　4月24日（火）11時～12時
●母の日プレゼント
　「トールペイントに挑戦」
　可愛いじょうろにトールペイントを
しましょう！
　4月28日（土）10時～12時
　小学生・20人（先着）　　300円
　4月11日から
●中学準備 スタートダッシュ英語
　（全10回）
　中学英語にスムーズに入っていく
ための準備講座です。
　5月9日～7月11日の毎週水曜
16時15分～17時15分
　小学6年生・10人（先着）
　10,000円
　4月11日から
●ハーバリウム作り（全3回）
　最近人気のインテリア！ハーバリウ
ム（水中花のようなもの）を作ります。
　5月10日、6月14日、7月12日の木曜
10時～12時
　10人（先着）　　5,000円
　4月11日から
●キラキラペンダントorリング作り
　白か黒の色のベースのパテにキラ
キラストーンを埋め込みます。
　5月31日（木）10時～12時
　10人（先着）　　2,000円
　4月25日から

磯子地区センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・
●いそっこひろば
　親子遊びから集団遊びへ
　4月～31年3月の毎月第4水曜
10時～12時
　4歳未満の幼児と保護者・20組
（当日先着）
　100円（1回）
●母の日に贈るハートのケーキ
　お花でハート型ケーキを作ります。
　4月28日（土）10時～12時
　小学生・12人（抽選）　　500円
　4月20日までに　　　または往復
はがき
●ワンパク子ども書道教室（全10回）
　小学生対象の書道教室。ベテラン
指導者が丁寧に指導します。
　5月12日（土）～7月14日（土）の間
で10回 10時～12時
　小学生・12人（抽選）　　3,500円
　4月20日までに　　　または往復
はがき
●極上スイーツ作り（全3回）
　①抹茶と小豆のケーキ②フルーツ
ロールケーキ③ココナッツのブラン
マンジェを作ります。
　①5月10日（木）②5月24日（木）
③6月7日（木）10時～13時
　12人（抽選）　　3,000円
　4月20日までに　　　または往復
はがき
老人福祉センター 喜楽荘 ・・・・・・・・・
●ちょっと気になる油の話
　食用オイルにまつわるお話やヘル
シーオイルの試食も行います。

　5月22日（火）14時～15時30分
　60歳以上・20人（抽選）
　4月20日までに　　　または往復
はがき

●モールワイヤーで作ろう！
　小さないきものたち
　モールワイヤーを曲げて丸めて、
かわいい生き物を作ります。
　5月5日（祝）
①10時から②11時から
　小学4年生以上※小学1～3年生ま
では保護者同伴・各10人（先着）
　200円　　4月14日から
●暮らしに役立つスマホ講座（全3回）
　スマートフォンの使い方を知って、
生活を便利にしましょう。
　5月7日・14日・21日の月曜
9時30分～12時
　15人（先着）　　1,500円
　4月16日から
●あなたの声は素敵な楽器（全6回）
　ヨガの呼吸法を取り入れた発声で、
元気・体力アップを目指そう。
　5月～7月の第2・4木曜
9時30分～11時30分
　25人（先着）　　3,000円
　4月26日から
●わんぱく将棋教室（全6回）
　杉田で始める将棋、初めの一歩。
　5月12日・26日、6月9日・23日、7月
7日・21日の土曜9時30分～11時30分
　小学4年生以上（小学1年～3年生
でも将棋ができれば参加可）・20人
（先着）　　2,000円
　4月21日から

お知らせ

区民ホール

日時・期間 会場講師・出演者 対象・定員 費用 申込み 問合せ
電話 FAX Eメール 郵送 ホームページ 保育窓口

申込の
注意

● 区役所あての郵便物は〒235-0016 磯子区磯子3-5-1 磯子区役所○○係へ。
● はがき、FAX、Eメールでの申込みには、必要事項を必ず記入してください。

● 特に記載のないものは、無料・申込不要です。
　 ※持ち物や申込方法についての詳細は各施設にお問い合わせください。

必要事項：行事名（希望教室名）・郵便番号・住所・氏名（ふりがな）・電話番号

各記事共通

凡例
持ち物 休館日

区民ホールギャラリー

磯子公会堂 4月休館日

磯子区民バドミントン大会（団体戦）

スポーツ

子育て

出張栄養相談inいそピヨ

離乳食教室

募集

30年度 磯子区スポーツ振興
活動補助金 補助対象事業募集

今月の
お知らせ

今月11日以降のお知らせを掲載しています

4

記載がないものは、　区役所4階すべて【予約制】

検
診

検
査・各
種
相
談

検診・検査・各種相談

　　こども家庭支援課
　750-2448　　750-2540

　4月16日、5月7日の月曜8時45分～11時女性の健康相談

　5月11日（金）9時～11時生活習慣病予防相談
（禁煙相談） 健診結果の見方がよくわからない、禁煙したいと思っている人のための個別相談です（1人30～45分間）。　

助産師による避妊・月経・更年期などについての相談です。

　　健康づくり係
　750-2445　　750-2547

　4月27日（金）9時～11時こども食事相談
乳幼児から高校生までの子どもの食事についての相談です（1人30～45分間）。

糖尿病、高血圧など食事に注意が必要な人の栄養士による個別相談です（1人30～45分間）。
　4月20日、5月11日の金曜9時～11時、13時30分～15時30分食生活健康相談

　4月17日～5月15日の毎週火曜9時30分～11時妊産婦健康相談
妊娠・出産・母乳などの総合的な相談や母子健康手帳についての助産師・保健師などによる説明です。

　4月20日（金）13時30分～14時45分乳幼児・
妊産婦歯科相談 乳幼児や妊産婦の歯についての相談です。乳幼児の歯科健康診査と歯みがきのアドバイスも行います。

肺がん検診 　5月9日（水）※検診時間は予約時にお知らせ　　40歳以上・50人（先着）
　胸部X線検査680円　　4月11日～5月2日までに

　　高齢・障害支援課
　750-2418　　750-2540

　5月16日（水）13時45分～15時55分　　区役所5階　　3人（先着）もの忘れ相談
もの忘れや認知症で困っている症状についての専門医による相談です（１人30～45分間）。

エイズ・梅毒検査 匿名・無料で受けられます。詳しくはお問い合わせください。

磯子区 スポーツ振興活動補助金

磯子区バドミントン協会

市立保育園の子育て支援
4月23日から
【園庭】原則：毎週月～金曜
9時～13時、14時30分～16時
【室内】原則：毎週水～金曜
9時30分～12時30分

4月18日（水）
「誕生日会（4月生まれ）」
4月26日（木）
「こいのぼりを作ろう」
4月は休止、5月9日から
原則：毎週水曜 10時～12時

滝頭保育園
　751-7879　　751-7889

4月は休止、5月8日から
原則：毎週火・木曜 10時～12時

東滝頭保育園
　753-2201　　753-2247

杉田保育園
　774-9823　　774-9824

4月18日（水）
「誕生日会（4月生まれ）」
5月7日（月）
「誕生日会（5月生まれ）」

洋光台第二保育園
　831-3959　　831-3982

4月18日（水）
「誕生日会（4月生まれ）」
4月は休止、5月10日から
原則：毎週木曜10時～11時30分
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●こすもすショップ
　4月18日（水）・19日（木）10時～15時
　高齢・障害支援課
　750-2416　　750-2540

4月11日（水）～16日（月） 書
4月18日（水）～23日（月） 彫刻
4月25日（水）～30日（月・休） 絵画
5月2日（水）～7日（月） 写真
5月9日（水）～14日（月） 絵画
　活動支援係
　750-2396　　750-2534

　4月23日（月）※定期点検のため
　磯子公会堂
　750-2520　　750-2521

　区内で広く区民を対象にスポーツ
大会・教室を開催するスポーツ振興
団体に対して、開催経費の一部を補
助します。※応募要項・申請書類は、
　　で配布。
　4月16日（月）～5月18日（金）
　　活動支援係
　750-2393　　750-2534

　男女別1～3部、男女混成シニア、
初心者クラス。
　5月5日（祝）8時15分受付開始
※主将会議は4月25日（水）19時から
磯子スポーツセンター研修室で開催。
　磯子スポーツセンター
　区内在住・在学・在勤・在クラブ・
40チーム程度（先着）　　1チーム
7,200円　　4月21日までに必要事
項と所属・クラスを明記の上
　　区バドミントン協会 森井（中原
3-15-2） 　774-4417 ※詳細は

　離乳食の進め方やお子さんの小
食・好き嫌いの解決法など。
　5月8日（火）10時～11時
　子育て支援拠点「いそピヨ」
（森1-7-10 トワイシア横濱磯子2階）
　0歳～未就学児の保護者
　健康づくり係
　750-2446　　750-2547

　離乳食の進め方（お話と調理実
演、試食）です。
　5月25日（金）14時～15時30分
　区役所4階栄養相談室
　7か月～9か月児と養育者・25組
（先着）　　5月1日から
　　健康づくり係
　750-2446　　750-2547

　【すくすく・もぐもぐ（給食体験と育
児相談）】・【プレパパ・プレママ（保育
園体験）】実施日・実施時間・費用は
各園へお問い合わせください。【育児
相談】子育てについての悩みなどの
相談を受け付けています。秘密厳守。

 　　交流保育
 　　育児講座
 　　コスモス広場（園庭開放） 　　
※園庭開放は雨天中止
　　4月11日から各保育園へ

　食と健康をテーマに活動するボラン
ティア「食生活等改善推進員（ヘルス
メイト）」を養成する講座です。食、栄
養、健康づくりをトータルで学びます。
　5月30日（水）～2019年2月27日
（水）の間で9回 13時30分～16時
　区役所4階研究室
　地域での健康づくり活動に興味の
ある人、食や栄養について関心のあ
る人・25人（先着）
　1,188円（テキスト代）
　4月11日から
　　健康づくり係
　750-2446　　750-2547

　市内在住・在学・在勤の人を対象
に、粗大ごみの中で再利用できる品
を抽選で無料提供いたします。
【展示・申込会場】資源循環局金沢工
場（金沢区幸浦2-7-1）　
【申込期間】4月16日（月）～26日（木）
※日曜は除く。申込みは一人1点、一世
帯3点まで 【抽選】4月27日（金）10時 
金沢工場管理棟3階※抽選結果は抽
選後一週間以内にホームページに掲
載します。未申込品は1世帯1点に限
り、先着引取りができます。【引渡期
間】抽選後から5月12日（土）まで※日
曜は除く。期間中に引取りがない場
合取消 【申込・引渡時間】10時～16
時（12時～13時を除く）
　資源循環局金沢工場
　784-9711　　784-9714

●ロビー de コンサート
　昭和歌謡や童謡・ポップスなどウ
クレレと歌のコンサート。
　4月24日（火）11時～12時
●母の日プレゼント
　「トールペイントに挑戦」
　可愛いじょうろにトールペイントを
しましょう！
　4月28日（土）10時～12時
　小学生・20人（先着）　　300円
　4月11日から
●中学準備 スタートダッシュ英語
　（全10回）
　中学英語にスムーズに入っていく
ための準備講座です。
　5月9日～7月11日の毎週水曜
16時15分～17時15分
　小学6年生・10人（先着）
　10,000円
　4月11日から
●ハーバリウム作り（全3回）
　最近人気のインテリア！ハーバリウ
ム（水中花のようなもの）を作ります。
　5月10日、6月14日、7月12日の木曜
10時～12時
　10人（先着）　　5,000円
　4月11日から
●キラキラペンダントorリング作り
　白か黒の色のベースのパテにキラ
キラストーンを埋め込みます。
　5月31日（木）10時～12時
　10人（先着）　　2,000円
　4月25日から

磯子地区センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・
●いそっこひろば
　親子遊びから集団遊びへ
　4月～31年3月の毎月第4水曜
10時～12時
　4歳未満の幼児と保護者・20組
（当日先着）
　100円（1回）
●母の日に贈るハートのケーキ
　お花でハート型ケーキを作ります。
　4月28日（土）10時～12時
　小学生・12人（抽選）　　500円
　4月20日までに　　　または往復
はがき
●ワンパク子ども書道教室（全10回）
　小学生対象の書道教室。ベテラン
指導者が丁寧に指導します。
　5月12日（土）～7月14日（土）の間
で10回 10時～12時
　小学生・12人（抽選）　　3,500円
　4月20日までに　　　または往復
はがき
●極上スイーツ作り（全3回）
　①抹茶と小豆のケーキ②フルーツ
ロールケーキ③ココナッツのブラン
マンジェを作ります。
　①5月10日（木）②5月24日（木）
③6月7日（木）10時～13時
　12人（抽選）　　3,000円
　4月20日までに　　　または往復
はがき
老人福祉センター 喜楽荘 ・・・・・・・・・
●ちょっと気になる油の話
　食用オイルにまつわるお話やヘル
シーオイルの試食も行います。

　5月22日（火）14時～15時30分
　60歳以上・20人（抽選）
　4月20日までに　　　または往復
はがき

●モールワイヤーで作ろう！
　小さないきものたち
　モールワイヤーを曲げて丸めて、
かわいい生き物を作ります。
　5月5日（祝）
①10時から②11時から
　小学4年生以上※小学1～3年生ま
では保護者同伴・各10人（先着）
　200円　　4月14日から
●暮らしに役立つスマホ講座（全3回）
　スマートフォンの使い方を知って、
生活を便利にしましょう。
　5月7日・14日・21日の月曜
9時30分～12時
　15人（先着）　　1,500円
　4月16日から
●あなたの声は素敵な楽器（全6回）
　ヨガの呼吸法を取り入れた発声で、
元気・体力アップを目指そう。
　5月～7月の第2・4木曜
9時30分～11時30分
　25人（先着）　　3,000円
　4月26日から
●わんぱく将棋教室（全6回）
　杉田で始める将棋、初めの一歩。
　5月12日・26日、6月9日・23日、7月
7日・21日の土曜9時30分～11時30分
　小学4年生以上（小学1年～3年生
でも将棋ができれば参加可）・20人
（先着）　　2,000円
　4月21日から

磯子センター

磯子3-1-41
　753-2861　　753-2863
　desk-8@isogo-sk.com
　毎月第4月曜：4月23日

食生活等改善推進員
セミナー（全9回）

講座・
イベント

根岸地区センター

馬場町1-42
　751-4777　　751-4798
　 毎月第3月曜：4月16日

施設から

杉田地区センター

杉田1-17-1プララ杉田4階
　775-0541　　775-0542
　毎月第3木曜：4月19日

金沢工場リユース家具
市民提供（第1回）

資源循環局金沢工場

横浜市磯子区休日急患診療所移転のお知らせ横浜市磯子区休日急患診療所移転のお知らせ

　横浜市磯子区休日急患診療所　　753-6011

　横浜市磯子区休日急患診療所は4月8日（日）より、新住所にて診療を
行う予定です。受診される際は場所をご確認の上、受診願います。

横浜市救急相談センター #7119または222-7119
　医療機関案内：1番を選択（その時受診可能な医療機関を案内）
　救急電話相談：2番を選択（看護師が受診の必要性をアドバイス）

新住所（予定） 磯子1-3-13（磯子警察署となり）　旧住所（移転前） 滝頭2-31-6

急な病気やけがで受診を相談したいときは…急な病気やけがで受診を相談したいときは…

※電話番号は変わりません

●おたのしみ こども映画会
　内容は当日のお楽しみです！
　4月30日（月・休）10時～13時
　磯子公会堂 1階集会室（50席）
　幼児～小学生　　磯子公会堂
　750-2520　　750-2521
●Myうちわを作ろう！
　自由に絵を描いてお気に入りの
うちわを作ろう。
　4月30日（月・休）
①11時～12時②14時～15時
　いそご区民活動支援センター
　各20人（当日先着）
　いそご区民活動支援センター　　754-2390　　759-4116

施設からのお知らせでタイトルに マーカー がついたものは
「いそっぴゴールデンウイーク2018」の参加イベントです。

いそっぴ
スタンプラリー

【期間】4月21日（土）～5月6日（日）
2018いそっぴゴールデンウイークいそっぴゴールデンウイーク

入場
無料

磯子区のいろんな施設で、子どものためのイベント目白押し！
ゴールデンウイークは磯子の施設で楽しんでね！

【公共交通ご案内】
根岸駅から徒歩約15分
根岸駅から横浜市バス58・99系統
乗車5分「浜」バス停下車徒歩2分
または磯子駅から
横浜市バス9・58・99・113系統、
京急バス110系統
乗車５分「浜」バス停下車徒歩4分

国
道
16
号
線

磯
子
駅
↓

ヤマダ電機・
ニトリ

磯子警察署

磯子消防署

「浜」バス停「浜」バス停
「浜」バス停「浜」バス停

磯子警察署前

磯子旧道入口

八幡橋

芦名橋

芦名橋公園

BUS
BUS

↑
根
岸
駅

J
R
根
岸
線

　スタンプを設置している施設
をまわって4つのスタンプを集
めると景品がもらえるよ！スタ
ンプを設置している施設など詳
細については区役所や区内各施
設で配布している「いそっぴ
ゴールデンウイーク」のパンフ
レット（スタンプラリー台紙）を
ご覧ください。

磯子区休日急患
診療所
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●季節をあそぼう
　～こいのぼり作り～
　自由に楽しく表現して、かわいいこ
いのぼりを作ります。
　4月25日（水）10時～11時
　1歳6か月～4歳と保護者・20組
（先着）　　500円
　4月11日から
●親子そば打ち体験
　本格的なそば打ちを体験し、打ち
たての香り豊かなそばを食べます。
　5月6日（日）10時～13時
　5歳～小学6年生と保護者・8組
（先着）　　1組500円　　エプロ
ン、三角巾、マスク、ふきん、子どもの
上履き　　4月12日から
●ママとガーデニング
　かわいい季節の花を鉢に植えて持
ち帰ります。
　5月9日（水）10時～11時
　1歳6か月～4歳と保護者・20組
（先着）　　500円
　4月16日から
●防虫衣裳香作り
　天然香料を配合して、安全性の高
い防虫剤を作ります。
　5月12日（土）10時～11時30分
　12人（先着）　　1,000円
　4月17日から
●親子あそびとリトミック（全6回）
　5月14日（月）～7月2日（月）の間
で6回①ひよこクラス10時～10時
45分②ペンギンクラス11時～12時
　①ひよこクラス1歳6か月～2歳5か
月②ペンギンクラス2歳6か月～4歳
と保護者・各15組（抽選）
　3,000円
　4月23日までに往復はがき
●四季の和菓子作り～夏の香り～
　簡単だけど美しい、夏を涼しげに
演出する和菓子を作ります。
　5月18日（金）10時～12時30分
　15人（先着）　　1,000円
　エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
持ち帰り容器
　4月20日から

●アレンジご飯
　～自家製チャーシュー入りパラパラ炒飯～
　グリルで簡単にできるチャー
シューと、パラパラに仕上がる炒飯作
りのコツを伝授します。
　5月23日（水）10時～12時30分
　15人（先着）　　1,000円
　エプロン、三角巾、マスク、ふきん
　4月25日から
●季節の野菜レシピ
　～グリーンアスパラ～
　旬のグリーンアスパラをふんだん
に使ったメニューをご紹介します。
　5月30日（水）10時～12時30分
　15人（先着）　　1,000円
　エプロン、三角巾、マスク、ふきん
　4月30日から

●グラスアートで作る
　キラキラ小物入れ
　ステンドグラスのようなキラキラし
た小物入れが簡単に作れます。
　5月3日（祝）10時～12時
　小学生※低学年は保護者同伴・15
人（先着）　　500円
　4月11日から
●夏野菜を育てよう
　育て方のコツを園芸のプロから学
びます。
　5月12日（土）10時～11時30分
　20人（先着）　　500円
　4月11日から
●季節の草木染め「ローズマリー」
　自然な色のストールが出来上がり
ます。
　5月16日（水）13時～15時
　10人（先着）　　3,500円
　ゴム手袋、エプロン、手拭きタオル
　4月11日から
●横浜今昔探訪さんぽ
　岩亀稲荷～野毛山公園史跡
　5月17日（木）
9時50分JR根岸線桜木町駅改札口
集合～12時頃解散予定
　15人（先着）　　300円
　4月11日から

●ゴールデンウィーク・
　わくわくミニコンサート
　コーラス／ギターと三線。
　4月30日（月・休）13時30分～15時
　60人（当日先着）
●シニア健康体操「シード」（全10回）
　ストレッチやバランス運動を中心と
したシニア向け健康体操教室です。
　5月20日（日）～10月21日（日）の
間で10回 13時30分～15時
　20人（先着）　　2,000円
　4月11日から
●初心者向け太極拳入門（全10回）
　初心者向けに24式太極拳をゆっく
り丁寧にお教えします。
　5月～9月の第2・4水曜
10時～11時30分
　20人（先着）　　3,800円
　4月11日から

●ポーセリンアート
　母の日の食器作り
　カップ、お皿、ボールのいずれか
1点を選び、好きなシールを貼り電気
炉で焼き付けて食器を作ります。
　4月28日（土）10時～12時
　小学生※2年生以下は保護者同伴・
15人（先着）　　500円（材料代）
　ハンカチまたはタオル、はさみ
　4月11日から
●ナイトストレッチYoga（全10回）
　ヨガを取り入れたストレッチで固
まった体と心をほぐします。
　5月16日（水）～9月19日（水）の
間で10回 18時30分～19時45分
　10人（先着）　　3,500円
　4月11日から
●健康ピラティス（全10回）
　楽しみながらインナーマッスルを
鍛え、骨盤ストレッチでゆがみを解消
し、体を引き締めます。
　5月の第3・5木曜、6月～9月の第
1・3木曜9時45分～10時45分
　15人（先着）　　3,500円

　汗拭きタオル、飲み物、動きやすい
服装　　4月15日から

●劇団「横綱チュチュ」小笑SHOW公演
　「ロバのシルベスターとまほうの小石」
　4月22日（日）
11時開演（10時30分開場）
　50人（当日先着）
●健康寿命を延ばそう（全4回）
　住み慣れた地域で、いつまでも自
分らしく生きるために、健康寿命を
延ばすコツを学びませんか？
　5月17日・31日、6月7日・21日の
木曜10時～11時30分※5月17日は
12時まで　　20人（先着）
　4月19日から
●司法書士・税理士による老い支度講座
　自分と家族を守るお金と自宅の名
義のお話。講座終了後、個別相談可。
　5月20日（日）10時～11時30分
　30人（先着）　　4月21日から

●動物ぽんぽん
　～ハリネズミ君をつくろう～
　毛糸のぽんぽんからハサミと針で
顔の輪郭を作り出し、目玉をつけると
ハリネズミ君のできあがり！
　5月6日（日）10時～11時30分
　小学3年～中学生・10人（先着）
　4月15日から
●着物リメイク（全3回）
　昔の着物を今風のおしゃれ着に変
身させましょう。
　5月17日・24日・31日の木曜
13時～15時30分
　6人（先着）
　2,000円
　着物、裁縫道具、50cmものさし
　4月26日から
●英語で遊ぼう！大人編（全10回）
　高校1年生の教科書を使いなが
ら、映画、歌などを楽しみましょう。
　5月13日（日）～9月16日（日）の
間で10回 9時30分～10時50分

　中学終了程度の英語、初級英会話
のできる人・10人（先着）
　7,000円（テキスト代別途）
　4月22日から
●こども英語（全6回）
　歌や絵本、ゲームなどを通して英
語に親しみましょう。
　5月13日（日）～7月15日（日）の間
で6回 11時～11時50分
　小学校低学年・10人（先着）　　
　4,000円　　4月22日から

●親子で一緒に産後整体（全6回）
　産後におこりやすい特有の不調
を、赤ちゃんとスキンシップをとりな
がら改善していきます。
　5月～7月の第1・3水曜
10時30分～11時30分
　7か月～2歳未満の乳幼児と保護
者・10組（先着）
　3,000円　　4月11日から
●ハッピーホリデー
　マーカーを使って絵を描き、ビニー
ル凧を作ります。
　5月5日（祝）14時～16時
　小学生・10人（先着）
　4月12日から
●Yokodai Kids English（全6回）
　小学生低学年の児童を対象に、英
語を聞いて、話して、慣れ親しんでも
らう教室です。
　5月12日（土）～7月21日（土）の間
で6回 10時30分～11時30分
　小学1～3年生・10人（先着）
　2,500円　　4月11日から

●母の日のカード作り
　切り抜いた色画用紙を貼って、手
作りのカードを作ります。
　5月10日（木）～13日（日）
10時～16時
　小学生以下※未就学児は保護者同伴・
50人（期間中先着※無くなり次第終了）

●ミラクル★ストレッチ講座
　セラバンドを使用した体操です。
　4月21日（土）10時～11時30分
●筋力アップ&柔軟な身体づくり講座
　筋力アップを中心としたトレーニ
ングを行います。
　4月21日（土）13時30分～15時

●ふれあい介護サロン
　滝頭周辺の介護施設を見学します。
　5月7日（月）14時～16時30分
　現在介護をしている人、介護に関
心のある人・10人（先着）
　100円　　4月11日から
●レッツ！ひばりエクササイズ（全5回）
　楽しく体を動かしましょう！
　5月8日（火）～7月10日（火）の間
で5回 10時～11時30分
　区内在住の人・20人（先着）
　1,000円　　4月12日から
●ままとベビーの体操「ぴよぴよ」（全6回）
　5月15日（火）～7月17日（火）の間
で6回 10時～11時30分
　4か月～12か月の乳児と保護者・
20組（先着）　　1,800円
　4月12日から
●和みカフェ
　認知症の人とそのご家族が、安心
して憩えるカフェです。
　5月19日（土）14時～16時
　認知症の人とご家族・10組（先着）
　300円（1人）　　4月11日から

●わいわい広場
　①4月11日（水）自由遊び
②4月26日（木）手形足形ぺったんし
よう♪【共通】10時～11時30分

　未就学児と保護者・30人（当日先着）
●多世代交流「来々館」
　お茶を飲みながら、おしゃべりや
折り紙、囲碁などを楽しみましょう。
子どもの遊び場もあります。
　4月18日（水）10時～11時30分
　30人（当日先着）　　100円
●介護予防・認知症予防のための
　「集いのカフェ」
　ミニ講座、ゲーム、体操などさまざ
まなプログラムで楽しく過ごします。
　4月22日（日）13時～15時
　30人（当日先着）
　100円（お茶とお菓子付き）
●介護者のつどい
　介護者同士で日頃の思いを話して
みませんか。
　4月26日（木）10時～11時30分
　介護をしている人・10人（先着）
　4月11日から
●男性のためのレコード喫茶
　「メモリーズ」 
　レコードを聴きながら、ゆったりと
した時間を過ごしませんか。
　4月27日（金）13時30分～15時
　男性・15人（当日先着）
　100円（コーヒー付）

●オヤジの台所
　白身魚の昆布じめレモン醤油など
を実習します。
　5月10日（木）10時～13時
　おおむね60歳以上の男性・8人
（先着）　　800円　　エプロン、三
角巾、手拭きタオル、ふきん
　4月11日から
●パンとスープの会
　柑橘の爽やかスコーンとビスク風
スープを作ります。
　5月22日（火）9時30分～12時30分
　高校生までのお子さんを子育て中
の人・6人（先着）　　800円
　エプロン、三角巾、手拭きタオル、ふ
きん※保育が必要な人はお子さんの
オムツ、着替え、飲み物を記名してお
持ちください　　あり・500円（1人）
※要・申込み　　4月11日から
（4月12日以降　　）

●野菜たっぷり中華料理教室（全3回）
　中華料理をヘルシーに調理します！
　5月24日、6月28日、7月26日の
木曜10時30分～13時30分
　おおむね60歳以上の男性・8人
（先着）　　2,500円　　エプロン、
三角巾、手拭きタオル、ふきん
　4月12日から

●親子の交流スペース「ぷらっと」
　パパやおじいちゃんおばあちゃん
も、お気軽にご参加ください。
　4月16日・23日、5月7日の月曜
12時30分～15時（4月16日は10時から）
　0～3歳児と保護者

●ぷらっと遊ぼう＆Enjoy親子英語
　自由遊びのほかに10時から45分
間親子英語を行います。
　4月13日（金）10時～11時30分
　乳幼児と保護者・20組（英語のみ当日先着）
　英語は1回1組500円
●かおるカフェ
　レコードで懐かしい音楽を聴きな
がら、本格コーヒー（サイフォンコー
ヒー）を味わいます。
　5月10日（木）13時30分～16時30分
　200円（サイフォンコーヒー1杯）

●横浜ビー・コルセアーズ ジュニア
　バスケットボールクリニック
　横浜ビー・コルセアーズアカデミー
のコーチが直接指導を行います。
　4月30日（月・休）17時30分～18時45分
　小学生・30人（先着）　　600円
　運動できる服装、室内履き、飲み
物　　4月11日から

広告

滝頭コミュニティハウス

滝頭2-31-39
　761-7928　　754-4666
　毎月第4月曜：4月23日

申込の注意（各記事共通）については
8ページをご覧ください。

上中里地区センター

上中里町397-2
　773-3929　　773-3939
　毎月第4月曜：4月23日

岡村中学校コミュニティハウス

岡村1-14-1　　　758-2017
　毎週火・金曜

浜小学校コミュニティハウス

磯子台23-1　　　 758-2540
　毎週火・金曜

浜中学校コミュニティハウス

杉田3-30-11　　　772-0770
　毎週火・金曜

洋光台第三小学校コミュニティハウス

洋光台2-4-1　　　 832-8331
　毎週火・金曜

がんき
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●季節をあそぼう
　～こいのぼり作り～
　自由に楽しく表現して、かわいいこ
いのぼりを作ります。
　4月25日（水）10時～11時
　1歳6か月～4歳と保護者・20組
（先着）　　500円
　4月11日から
●親子そば打ち体験
　本格的なそば打ちを体験し、打ち
たての香り豊かなそばを食べます。
　5月6日（日）10時～13時
　5歳～小学6年生と保護者・8組
（先着）　　1組500円　　エプロ
ン、三角巾、マスク、ふきん、子どもの
上履き　　4月12日から
●ママとガーデニング
　かわいい季節の花を鉢に植えて持
ち帰ります。
　5月9日（水）10時～11時
　1歳6か月～4歳と保護者・20組
（先着）　　500円
　4月16日から
●防虫衣裳香作り
　天然香料を配合して、安全性の高
い防虫剤を作ります。
　5月12日（土）10時～11時30分
　12人（先着）　　1,000円
　4月17日から
●親子あそびとリトミック（全6回）
　5月14日（月）～7月2日（月）の間
で6回①ひよこクラス10時～10時
45分②ペンギンクラス11時～12時
　①ひよこクラス1歳6か月～2歳5か
月②ペンギンクラス2歳6か月～4歳
と保護者・各15組（抽選）
　3,000円
　4月23日までに往復はがき
●四季の和菓子作り～夏の香り～
　簡単だけど美しい、夏を涼しげに
演出する和菓子を作ります。
　5月18日（金）10時～12時30分
　15人（先着）　　1,000円
　エプロン、三角巾、マスク、ふきん、
持ち帰り容器
　4月20日から

●アレンジご飯
　～自家製チャーシュー入りパラパラ炒飯～
　グリルで簡単にできるチャー
シューと、パラパラに仕上がる炒飯作
りのコツを伝授します。
　5月23日（水）10時～12時30分
　15人（先着）　　1,000円
　エプロン、三角巾、マスク、ふきん
　4月25日から
●季節の野菜レシピ
　～グリーンアスパラ～
　旬のグリーンアスパラをふんだん
に使ったメニューをご紹介します。
　5月30日（水）10時～12時30分
　15人（先着）　　1,000円
　エプロン、三角巾、マスク、ふきん
　4月30日から

●グラスアートで作る
　キラキラ小物入れ
　ステンドグラスのようなキラキラし
た小物入れが簡単に作れます。
　5月3日（祝）10時～12時
　小学生※低学年は保護者同伴・15
人（先着）　　500円
　4月11日から
●夏野菜を育てよう
　育て方のコツを園芸のプロから学
びます。
　5月12日（土）10時～11時30分
　20人（先着）　　500円
　4月11日から
●季節の草木染め「ローズマリー」
　自然な色のストールが出来上がり
ます。
　5月16日（水）13時～15時
　10人（先着）　　3,500円
　ゴム手袋、エプロン、手拭きタオル
　4月11日から
●横浜今昔探訪さんぽ
　岩亀稲荷～野毛山公園史跡
　5月17日（木）
9時50分JR根岸線桜木町駅改札口
集合～12時頃解散予定
　15人（先着）　　300円
　4月11日から

●ゴールデンウィーク・
　わくわくミニコンサート
　コーラス／ギターと三線。
　4月30日（月・休）13時30分～15時
　60人（当日先着）
●シニア健康体操「シード」（全10回）
　ストレッチやバランス運動を中心と
したシニア向け健康体操教室です。
　5月20日（日）～10月21日（日）の
間で10回 13時30分～15時
　20人（先着）　　2,000円
　4月11日から
●初心者向け太極拳入門（全10回）
　初心者向けに24式太極拳をゆっく
り丁寧にお教えします。
　5月～9月の第2・4水曜
10時～11時30分
　20人（先着）　　3,800円
　4月11日から

●ポーセリンアート
　母の日の食器作り
　カップ、お皿、ボールのいずれか
1点を選び、好きなシールを貼り電気
炉で焼き付けて食器を作ります。
　4月28日（土）10時～12時
　小学生※2年生以下は保護者同伴・
15人（先着）　　500円（材料代）
　ハンカチまたはタオル、はさみ
　4月11日から
●ナイトストレッチYoga（全10回）
　ヨガを取り入れたストレッチで固
まった体と心をほぐします。
　5月16日（水）～9月19日（水）の
間で10回 18時30分～19時45分
　10人（先着）　　3,500円
　4月11日から
●健康ピラティス（全10回）
　楽しみながらインナーマッスルを
鍛え、骨盤ストレッチでゆがみを解消
し、体を引き締めます。
　5月の第3・5木曜、6月～9月の第
1・3木曜9時45分～10時45分
　15人（先着）　　3,500円

　汗拭きタオル、飲み物、動きやすい
服装　　4月15日から

●劇団「横綱チュチュ」小笑SHOW公演
　「ロバのシルベスターとまほうの小石」
　4月22日（日）
11時開演（10時30分開場）
　50人（当日先着）
●健康寿命を延ばそう（全4回）
　住み慣れた地域で、いつまでも自
分らしく生きるために、健康寿命を
延ばすコツを学びませんか？
　5月17日・31日、6月7日・21日の
木曜10時～11時30分※5月17日は
12時まで　　20人（先着）
　4月19日から
●司法書士・税理士による老い支度講座
　自分と家族を守るお金と自宅の名
義のお話。講座終了後、個別相談可。
　5月20日（日）10時～11時30分
　30人（先着）　　4月21日から

●動物ぽんぽん
　～ハリネズミ君をつくろう～
　毛糸のぽんぽんからハサミと針で
顔の輪郭を作り出し、目玉をつけると
ハリネズミ君のできあがり！
　5月6日（日）10時～11時30分
　小学3年～中学生・10人（先着）
　4月15日から
●着物リメイク（全3回）
　昔の着物を今風のおしゃれ着に変
身させましょう。
　5月17日・24日・31日の木曜
13時～15時30分
　6人（先着）
　2,000円
　着物、裁縫道具、50cmものさし
　4月26日から
●英語で遊ぼう！大人編（全10回）
　高校1年生の教科書を使いなが
ら、映画、歌などを楽しみましょう。
　5月13日（日）～9月16日（日）の
間で10回 9時30分～10時50分

　中学終了程度の英語、初級英会話
のできる人・10人（先着）
　7,000円（テキスト代別途）
　4月22日から
●こども英語（全6回）
　歌や絵本、ゲームなどを通して英
語に親しみましょう。
　5月13日（日）～7月15日（日）の間
で6回 11時～11時50分
　小学校低学年・10人（先着）　　
　4,000円　　4月22日から

●親子で一緒に産後整体（全6回）
　産後におこりやすい特有の不調
を、赤ちゃんとスキンシップをとりな
がら改善していきます。
　5月～7月の第1・3水曜
10時30分～11時30分
　7か月～2歳未満の乳幼児と保護
者・10組（先着）
　3,000円　　4月11日から
●ハッピーホリデー
　マーカーを使って絵を描き、ビニー
ル凧を作ります。
　5月5日（祝）14時～16時
　小学生・10人（先着）
　4月12日から
●Yokodai Kids English（全6回）
　小学生低学年の児童を対象に、英
語を聞いて、話して、慣れ親しんでも
らう教室です。
　5月12日（土）～7月21日（土）の間
で6回 10時30分～11時30分
　小学1～3年生・10人（先着）
　2,500円　　4月11日から

●母の日のカード作り
　切り抜いた色画用紙を貼って、手
作りのカードを作ります。
　5月10日（木）～13日（日）
10時～16時
　小学生以下※未就学児は保護者同伴・
50人（期間中先着※無くなり次第終了）

●ミラクル★ストレッチ講座
　セラバンドを使用した体操です。
　4月21日（土）10時～11時30分
●筋力アップ&柔軟な身体づくり講座
　筋力アップを中心としたトレーニ
ングを行います。
　4月21日（土）13時30分～15時

●ふれあい介護サロン
　滝頭周辺の介護施設を見学します。
　5月7日（月）14時～16時30分
　現在介護をしている人、介護に関
心のある人・10人（先着）
　100円　　4月11日から
●レッツ！ひばりエクササイズ（全5回）
　楽しく体を動かしましょう！
　5月8日（火）～7月10日（火）の間
で5回 10時～11時30分
　区内在住の人・20人（先着）
　1,000円　　4月12日から
●ままとベビーの体操「ぴよぴよ」（全6回）
　5月15日（火）～7月17日（火）の間
で6回 10時～11時30分
　4か月～12か月の乳児と保護者・
20組（先着）　　1,800円
　4月12日から
●和みカフェ
　認知症の人とそのご家族が、安心
して憩えるカフェです。
　5月19日（土）14時～16時
　認知症の人とご家族・10組（先着）
　300円（1人）　　4月11日から

●わいわい広場
　①4月11日（水）自由遊び
②4月26日（木）手形足形ぺったんし
よう♪【共通】10時～11時30分

　未就学児と保護者・30人（当日先着）
●多世代交流「来々館」
　お茶を飲みながら、おしゃべりや
折り紙、囲碁などを楽しみましょう。
子どもの遊び場もあります。
　4月18日（水）10時～11時30分
　30人（当日先着）　　100円
●介護予防・認知症予防のための
　「集いのカフェ」
　ミニ講座、ゲーム、体操などさまざ
まなプログラムで楽しく過ごします。
　4月22日（日）13時～15時
　30人（当日先着）
　100円（お茶とお菓子付き）
●介護者のつどい
　介護者同士で日頃の思いを話して
みませんか。
　4月26日（木）10時～11時30分
　介護をしている人・10人（先着）
　4月11日から
●男性のためのレコード喫茶
　「メモリーズ」 
　レコードを聴きながら、ゆったりと
した時間を過ごしませんか。
　4月27日（金）13時30分～15時
　男性・15人（当日先着）
　100円（コーヒー付）

●オヤジの台所
　白身魚の昆布じめレモン醤油など
を実習します。
　5月10日（木）10時～13時
　おおむね60歳以上の男性・8人
（先着）　　800円　　エプロン、三
角巾、手拭きタオル、ふきん
　4月11日から
●パンとスープの会
　柑橘の爽やかスコーンとビスク風
スープを作ります。
　5月22日（火）9時30分～12時30分
　高校生までのお子さんを子育て中
の人・6人（先着）　　800円
　エプロン、三角巾、手拭きタオル、ふ
きん※保育が必要な人はお子さんの
オムツ、着替え、飲み物を記名してお
持ちください　　あり・500円（1人）
※要・申込み　　4月11日から
（4月12日以降　　）

●野菜たっぷり中華料理教室（全3回）
　中華料理をヘルシーに調理します！
　5月24日、6月28日、7月26日の
木曜10時30分～13時30分
　おおむね60歳以上の男性・8人
（先着）　　2,500円　　エプロン、
三角巾、手拭きタオル、ふきん
　4月12日から

●親子の交流スペース「ぷらっと」
　パパやおじいちゃんおばあちゃん
も、お気軽にご参加ください。
　4月16日・23日、5月7日の月曜
12時30分～15時（4月16日は10時から）
　0～3歳児と保護者

●ぷらっと遊ぼう＆Enjoy親子英語
　自由遊びのほかに10時から45分
間親子英語を行います。
　4月13日（金）10時～11時30分
　乳幼児と保護者・20組（英語のみ当日先着）
　英語は1回1組500円
●かおるカフェ
　レコードで懐かしい音楽を聴きな
がら、本格コーヒー（サイフォンコー
ヒー）を味わいます。
　5月10日（木）13時30分～16時30分
　200円（サイフォンコーヒー1杯）

●横浜ビー・コルセアーズ ジュニア
　バスケットボールクリニック
　横浜ビー・コルセアーズアカデミー
のコーチが直接指導を行います。
　4月30日（月・休）17時30分～18時45分
　小学生・30人（先着）　　600円
　運動できる服装、室内履き、飲み
物　　4月11日から

広告

根岸地域ケアプラザ

馬場町1-42
　751-4801　　751-4821

滝頭地域ケアプラザ

滝頭2-30-1
　750-5151　　750-5155
　 毎月第3月曜：4月16日

洋光台駅前公園こどもログハウス
（おもしろハウス）

洋光台５-２　　　833-1569
　 毎月第3月曜：4月16日

磯子地域ケアプラザ

磯子3-1-22
　758-0180　　758-0181
　 毎月第3月曜：4月16日

上笹下地域ケアプラザ

氷取沢町60-17
■769-0240　　769-0242
　 毎月第3月曜：4月16日

たきがしら会館

滝頭3-1-68
　752-4050　　752-4051

洋光台第四小学校コミュニティハウス

洋光台6-6-1　　　 833-6940
　毎週火・金曜

屏風ヶ浦地域ケアプラザ

森4-1-17
　750-5411　　751-2322
　 毎月第2火曜：5月8日

洋光台地域ケアプラザ

洋光台6-7-1
　832-5191　　832-5138
　 毎月第3月曜：4月16日

たこ

しょうゆ

かんきつ



　

●ゴールデンウィーク体験教室
　①5月3日（祝）：火起こし▶「まい
ぎり」という道具を使って火をおこし
ます。②5月4日（祝）：勾玉作り▶石
を削って古代のアクセサリーを作り
ます。 ③5月5日（祝）：石器作り▶縄
文時代の技術で黒曜石の矢じりを作
ります。【共通】①10時30分～12時
（10時受付開始）②③9時30分～12
時（9時受付開始）※荒天中止
　小学生以上・①20人②③16人（当
日先着）※小学校低学年は保護者同
伴。　　①100円②③300円
　必ずホームページをご覧ください。

●第13回 旧柳下邸の端午の節句
　昭和初期からの鎧兜・武者人形な
どの五月人形を飾ります。新聞紙で
兜を折るコーナーもあります。
　4月15日（日）～5月6日（日）
9時30分～16時30分※休館日除く

●横浜子育てサポートシステム入会説明会
　子育てを支援する、会員制・有償の支え
合い活動に参加・利用してみませんか。
　4月13日（金）・21日（土）
10時30分～11時30分

　要・事前連絡　　　　横浜子育て
サポートシステム磯子区支部
　750-1405　　750-1406
●パパと一緒におやつ作り
　4月28日（土）13時30分～15時
　2歳～未就学児と保護者・15組
（先着）　　4月11日から

●パークヨガ教室
　4月14日（土）10時30分～11時30分
　20人（先着）　　500円
　要・事前連絡
●ウオーキング教室
　ものまねアスリート芸人・M高史さ
んと楽しくウオーキングしましょう。
　M高史さん
　4月30日（月・休）10時30分～11時30分
　30人（先着）　　要・事前連絡

●走り方教室（リレーの選手になろう！）
　走り方のコツをつかんで運動会で
活躍しよう！
　M高史さん
　4月28日（土）10時～11時30分
※雨天中止　　30人（先着）
　4月11日から

●親子バドミントン・テニス教室
　初心者でも気軽に楽しめます。
　4月29日（祝）9時20分～10時50分
　小学3年生以上と保護者・15組
（先着）　　1組800円（子ども1人追
加につきプラス400円）
　4月11日から

●演劇はコミュニケーションなのだ！
　おもしろ演劇ワークショップ（全4回）
　5月20日・27日、6月3日・10日の
日曜10時～12時※5月27日のみ、浜
中コミュニティハウスにて実施予定
　20人（先着）　　4,000円
　4月11日から
　　劇団「横綱チュチュ」事務局大島
　　770-1573
　yokodunachuchu@yahoo.co.jp
●杉劇リコーダーず2018ワークショップのお知らせ
　6月24日（日）～2019年4月28
日（日）の間で約20回
　練習日程に参加可能で希望のパート
の楽器を用意できる人・50人（先着）
　4月11日から
●～ギターとピアノによるかけ橋～
　クエンカ兄弟with高木洋子
　ギター&ピアノの兄弟デュオによる
息の合った演奏をお楽しみください。
　6月30日（土）14時～16時

　310人（先着）　　一般4,000円
/SC会員3,300円/学生（枚数限定:
小・中・高校生まで）2,000円
　チケット発売中

●星空観察会「5月の星空をみよう！」
①春の大三角を探して、二重星をみよう！
②春の大曲線を探して、二重星をみよう！
　①5月5日（祝）②5月19日（土）
20時～21時15分
　中学生以下は保護者同伴・各150
人（抽選）　　①4月21日まで②5月
5日までに
●わくわくワークショップ
科学工作教室「ミニアクアリウム」
　4月28日（土）～5月6日（日）10時15
分/11時30分/13時30分/14時45分か
ら※各回約45分　　未就学児は保護者
同伴・各回12人（当日先着）　　600円
　5月2日までに

広報よこはま磯子区版はここまでです。

4月12日・26日、5月10日の木曜
10時～10時50分
杉田大谷第一公園（杉田7-14） 中央図書館サービス課

262-0050　　231-8299  

磯子区 紙面アンケート 30年4月 

　広報相談係　　750-2337　　750-2532　　is-kouhou@city.yokohama.jp

回答方法について
　4月20日までに、はがき・FAX・
Eメール・ホームページで「紙面ア
ンケート：4月号」、郵便番号・住
所・電話番号・氏名（ふりがな）・年
齢と「アンケートの回答」を明記し
て広報相談係まで。

紙面についてアンケート
●見やすさ（文字の大きさ、デザイン、
　情報量）についての感想・意見

●企画内容についての感想・意見

ホームページからの
回答受付開始日は
4月1日です。

（　　　　　　　　   ）

（　　　　　　　　   ）
●その他

（　　　　　　　　   ）

4月 紙面アンケート（磯子区版について）

はまぎん こども宇宙科学館

横浜市三殿台考古館

申込の注意（各記事共通）については
8ページをご覧ください。

磯子図書館
753-2864　　750-2528

　阪神・淡路大震災を経験された人たちの
声を元に作られた『地震イツモノート』の子
ども版です。地震の瞬間に感じたこと、後で
役立ったことなどがシンプルで親しみやす
いイラストと言葉で語られています。普段の
生活の中で、今日から始められそうな地震
に備える知恵や工夫を紹介しています。

●～磯子図書館ブックサロン～ 読書会
　1冊の本を読んで集まり、それぞ
れの読み方を語り合います。テキ
ストは各自ご用意の上、読み終えて
ご参加ください。
＜テキスト＞『新版 大空襲5月29
日』/今井 清一/著 （有隣新書）
　4月20日（金）10時～12時30分
　読書会に興味がある人
　随時受付中

●だいすきな本で
　ほんの木をいっぱいにしよう
　自分の好きなおすすめの本を、本

の形の用紙に書いてください。子ど
もの本のコーナーに貼り出します。
　4月21日（土）～5月31日（木）

●定例おはなし会
　司書が読み聞かせる絵本の世界
を楽しんでみませんか。
　4月11日・25日、5月9日の水曜
15時30分から
　一人でおはなしを聞ける子
●親子で楽しむおはなし会
　お子さんの成長に合わせた絵本
の読み聞かせもあります。
　4月12日、5月10日の木曜11時から
　2・3歳児と保護者・15組（当日
先着）

今月の1冊
図書館の本から

おすすめの本を紹介!

親子のための地震イツモノート
キモチの防災マニュアル
地震イツモプロジェクト 編　ポプラ社 刊  2011年

読書会

企画展示

おはなし会
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区民文化センター
杉田劇場

杉田1-1-1らびすた新杉田4階
　771-1212　　770-5656

　5月8日（火）

磯子図書館だより
4月23日（月）休館日

横浜市三殿台考古館

岡村4-11-22
　761-4571　　761-4603

　毎週月曜

根岸なつかし公園旧柳下邸

下町10　　　 750-5022
　 毎月第2・4火曜：
4月24日、5月8日

区地域子育て支援拠点
いそピヨ

森1-7-10 トワイシア横濱磯子２階
　750-1322　　750-1323

　日・月曜、祝日

新杉田公園

杉田5-32
　776-3313　　355-0628

はまぎん こども宇宙科学館

洋光台5-2-1
　832-1166　　832-1161

　　4月11日（水）・17日（火）、5月8日（火）
※原則、下記費用とは別に入館料がかかります
※毎週土曜は、高校生以下の入館料は無料

岡村公園

岡村2-17-1
　751-4375　　349-2292

磯子スポーツセンター

杉田5-32-25
　771-8118　　771-8120

よろいかぶと




